2021年度 道銀芸術文化助成事業 (音楽部門26件）
～新型コロナウィルス感染拡大防止のため、26件中1件が延期となりました～
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実施した事業
ムジカ・アンティカ・サッポロ Vol.１７ ヴェネツィアの響きPartⅢ ヴィヴァルディ「四季」全曲
ムジカ・アンティカ・サッポロ 代表 物部憲一
2021.5.17（2公演） ／ ふきのとうホール（札幌）
芳野直美ソプラノリサイタル 嬉しいわたしをあつめたら
芳野直美
2021.5.20 ／ ふきのとうホール（札幌）
ピリカ 北海道と沖縄の語りつがれる歌を求めて
陣内麻友美
2021.7.3 ／ ザ・ルーテルホール（札幌）
竹澤勇人・高木玲音 至高のピアノアンサンブル 2021
竹澤勇人・高木玲音
2021.7.17 ／ ザ・ルーテルホール（札幌）
小野寺あい リサイタルシリーズVoｌ．2 music in art
～バルトークが見つめたハンガリー音楽～/～民謡を追い求めたバルトークの旅～
小野寺あい
2021.8.9、2.23 ／ 渡辺淳一文学館（札幌）
北海道桐朋会35周年記念コンサート ～つなぐ音、つなぐ心～
北海道桐朋会 代表 阿部佳子
2021.8.14 ／ 札幌コンサートホールKitara小ホール（札幌）
～よみがえる縄文の鼓動～ 歌劇「ノンノ」
歌劇「ノンノ」実行委員会 委員長 淺里愼也
2021.8.22 ／ 札幌市教育文化会館大ホール（札幌）
秋のハープVol.5 武川奈穂子ミニコンサート
武川奈穂子
2021.8.23（２公演） ／ 札幌文化芸術交流センター SCARTSコート（札幌）
大久保光哉リサイタル ～北欧と日本、伝承を歌う
大久保光哉
2021.9.25 ／ ザ・ルーテルホール（札幌）
谷地聡子ソプラノ・リサイタル
谷地聡子
2021.10.1 ／ 札幌コンサートホールKitara小ホール（札幌）
高殿幸 フルートリサイタル 「組曲」
高殿幸
2021.10.11 ／ ザ・ルーテルホール（札幌）
根深夏ソプラノリサイタル モンテヴェルディが描いたギリシャ神話・ローマ帝国
根深夏
2021.10.14 ／ ザ・ルーテルホール（札幌）
沓野勢津子マリンバリサイタル ～Ｃｌａｓｓｉｃから現代へ繋がる絆～
沓野勢津子
2021.10.27 ／ 札幌コンサートホールKitara小ホール（札幌）
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岡本孝慈ピアノ・リサイタル ―ベートーヴェンを讃えて―
岡本孝慈
2021.10.29 ／ ふきのとうホール（札幌）
道銀芸術文化奨励賞受賞記念 徳田貴子 ピアノリサイタル
徳田貴子
2021.11.13 ／ ザ・ルーテルホール（札幌）
北濱佑麻ピアノリサイタル2021 ～南米の風を感じて～
北濱佑麻
2021.11.20 ／ ザ・ルーテルホール（札幌）
札幌管楽ゾリステンキタラシリーズ
札幌管楽ゾリステン 代表 櫻井匡
2021.11.21 ／ 札幌コンサートホールKitara小ホール（札幌）
山田慶一 Cello Recital
～歴史に埋もれかけた天才作曲家アドルフ・ビアランの室内楽曲が北海道の地で蘇る～
山田慶一
2021.11.25 ／ ザ・ルーテルホール（札幌）
Cello村上智美×Piano後藤友香理
村上智美
2021.11.26 ／ 札幌文化芸術交流センター SCARTSコート（札幌）
北からの贈り物Ⅲ2021 ～楽しいクリスマス～
菅原利美
2021.12.4 ／ 上富良野公民館
佐々木花菜×鳥潟さくら フルート×クラリネットコンサート ～Ｎos pieces favorite～
佐々木花菜・鳥潟さくら
2021.12.12 ／ 函館市芸術ホール（函館）
ＬＣアルモーニカ オペラ「アドリアーナ・ルクブルール」
Ｆ・チレア作曲 全4幕原語上演 日本語字幕付 北海道初演
ＬＣアルモーニカ 代表 南出薫
2022.1.10 ／ 札幌市教育文化会館大ホール（札幌）
菊地秀夫＆一鐵久美子＆石橋克史 「Springu Ｗｉｎｄ」
札幌みらい音楽プロジェクト 一鐵久美子・菊地秀夫・石橋克史
2022.2.27 ／ 札幌市時計台ホール（札幌）
南加奈子フルートリサイタル
南加奈子
2022.3.20 ／ 旭川市大雪クリスタルホール 音楽堂（旭川）
伊藤美由紀・齊藤智奈美 デュオリサイタル
伊藤美由紀・齊藤智奈美
2022.3.25 ／ ザ・ルーテルホール（札幌）

延期となった事業
渡部美蕗ピアノリサイタル Vol.4
リサイタル 渡部美蕗
2021.10.8 ／ 札幌コンサートホールKitara小ホール（札幌）

2021年度 道銀芸術文化助成事業 (美術部門13件）
～新型コロナウィルス感染拡大防止のため、13件中2件が延期・中止となりました～
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実施した事業
横山文代油彩画展2021 耀く 瞬間（とき）・Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
横山文代
2021.4.6～4.11 ／ らいらっく・ぎゃらりい(札幌)
2021.8.3～8.8 ／ 大丸藤井セントラル スカイホール(札幌)
2021.9.28～10.3 ／ ギャラリーエッセ(札幌)
第４回 バックボックス展
バックボックス展 代表 亀井由利
2021.4.20～4.25 ／ 札幌市民ギャラリー 第２展示室(札幌)
ケハイ 長澤裕子彫刻展
長澤裕子
2021.5.22～6.14 ／ ギャラリーレタラ(札幌)
第21回 グループ環展
グループ環（かん） 中吉功
2021.6.22～6.27 ／ 大丸藤井セントラル スカイホール全室(札幌)
第95回記念道展企画 ―会員・会友展― ～スモールコスモス～
北海道美術協会 事務局長 澤田範明
2021.7.27～8.1 ／ 大丸藤井セントラル スカイホール全室(札幌)
糸井崇史 個展
糸井崇史
2021.8.9～8.15 ／ らいらっく・ぎゃらりい(札幌)
群来展
群来展 福岡幸一
2021.9.7～9.12 ／ コンチネンタルギャラリー（札幌）
イコロの森ミーツ・アート2021 ―森の野外美術展―
イコロの森ミーツ・アート実行委員会 代表 澁谷俊彦
2021.9.11～9.26（公開制作含む） ／ イコロの森（苫小牧）
トランスラボへようこそ 小宮伸二展
小宮伸二
2021.10.8～10.17 ／ tranScape Laboratory(トランスラボ）（函館）
石垣渉展 水彩画の世界
石垣渉
2021．3.1～3.6 ／ 大丸藤井セントラルスカイホール トップライトギャラリー(札幌)
前田はるな 土から生まれた作品展
前田はるな
2022.3.28～4.3 ／ らいらっく・ぎゃらりい(札幌)

延期・中止となった事業
札幌の木、北海道の椅子展 ’21
グループ展 Sapporo Association of Woodworkers 代表 祐川諭
2021.6.5～6.20 ／ GALLERY創(札幌)
ＧＲＯＵＰ斜面 ５０周年展
グループ展 ＧＲＯＵＰ斜面 代表 田丸忠
2021.9.11～9.19 ／ 北網圏北見文化センター2F美術館(北見)

